
お知らせ
I N F O R M A T I O N

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
▶お知らせした内容が変更となる可能

性があります。最新の状況は市ホー
ムページを確認するか、担当課など
へお問い合わせください。
▶催しなどに参加する際は、マスクの

着用など感染防止対策を徹底しまし
ょう。

Attention

確定申告に関するお知らせ

　
電子申告（e-Tax）が便利です

◇高岡税務署での申告・相談
時　2月16日㈫～3月15日㈪の午前9

時～午後4時（土・日曜、祝日は除く）
※申告期間の税務署は大変混雑します。

ご自身のスマートフォンやパソコンから
の電子申告（e-Tax）をご利用ください。

◇確定申告書は、国税庁ホームページ
の確定申告書等作成コーナーで

作成した申告書などは、次のいずれかの
方法で提出できます。
▶マイナンバーカード方式…署名用電

子証明書付き個人番号カードを利用
して、スマートフォンかパソコンで申告
できます。スマートフォンの場合はマ
イナンバーカード読取対応の端末、パ
ソコンの場合はICカードリーダライタ
が必要です。

▶ID・パスワード方式…事前に税務署で
届出完了通知の発行が必要です。申
告する本人が顔写真付き
本人確認書類をお持ちのう
え、税務署にお越しください。
問　高岡税務署☎21-2501

　
国保加入者に送付する

　医療費のお知らせをご活用ください

確定申告で医療費控除を受ける際、医
療費控除の明細書の添付資料として使
用できます。確定申告開始までに通知で
きない11月・12月の診療分は、領収書
を基に医療費控除の明細書を作成して
ください。
※医療費控除の申告に関することは、高

岡税務署（☎21-2501）にお問い合わ
せください。
問　保険年金課☎20-1361

　
保険税（料）の納付済額のお知らせ

　は廃止になりました

納付した国民健康保険税や後期高齢者
医療保険料は、社会保険料控除として申
告できます。申告に証明書の添付は不要
です。令和2年中に納付した額は、領収
証や通帳で確認できます。納付額が不
明な場合は、お問い合わせください。
問　保険年金課☎20-1357（国保）、
　☎20-1481（後期）、納税課☎20-1276国税庁

　B1勉強カフェ
　入会金半額キャンペーン

通常5,000円（税別）の入会金が2,500円
（税別）になります。前日までの予約で一
日無料体験もできます。
※高校生以下は保護者の同意書要
時　1月4日㈪～31日㈰
所　クルン高岡B1勉強カフェ
申　直接か電話、Eメール、ホームページ

で、クルン高岡B1勉強カフ
ェ（☎50-8266 Eメールbenkyo-
cafe@curuntakaoka.
com）へ。
問　商業雇用課☎20-1591

　万葉線で初詣・お年玉抽選会

応募期間　1月1日㈮～31日㈰
クイズ設置場所　高岡關野神社、射水

神社、西宮神社、放生津八幡宮
応募方法　上記の1カ所以上でクイズ

に答えて万葉線車内で応募すると、抽
選でプレゼントがもらえます。

※応募用紙は万葉線車内
や総合交通課、万葉線ホ
ームページなどで入手可
問　総合交通課☎20-1139

クルン高岡
B1勉強カフェ

　
コンビニ交付サービスを休止します

時　令和2年12月29日㈫～令和3年1
月14日㈭終日
問　市民課☎20-1338

　普通救命講習
時　2月6日㈯午前9時～正午
所　戸出消防署
対　中学生以上で、

市内に住むか勤務
する人
定　30人（申し込み順）
申　各消防署
問　消防本部警防課☎22-3133

　あなたの「ふるさと高岡」を

　まとめました

高岡市民の歌「ふるさと高岡」の誕生か
ら5年を記念し、皆さんにとっての高岡を
歌詞にして応募いただいた「ふるさと高
岡」をまとめました。市ホー
ムページで公開しています。
問　生涯学習・文化財課
　☎20-1456

　マイナンバーカードの臨時窓口

◇電子証明書の更新・暗証番号の再設定
時　1月8日㈮午後7時まで
所　市民課
持　マイナンバーカード、本人確認書類
（運転免許証、保険証など）

◇マイナンバーカードの申請・受け取り
時　1月24日㈰午前9時～午後1時
所　市民課、市民生活課（福岡庁舎）、

伏木・戸出・中田支所

■いずれも、問　市民課☎20-1337

　休日・夜間納税相談窓口
時　■休日…1月24日㈰午前9時～午

後1時■夜間…1月28日㈭午後7時30
分まで
所問　納税課☎20-1277

　図書館の特別整理休館
蔵書点検作業のため休館します。休館
中の図書の返却は、ブックポストをご
利用ください。
図書館 休館期間 問合先
伏木 1/21㈭～1/26㈫ ☎44-0073

戸出 1/28㈭～2/  2㈫ ☎63-1254

福岡 2/  5㈮～2/10㈬ ☎64-1034

中田 2/13㈯～2/17㈬ ☎36-0054

中央 2/18㈭～2/24㈬ ☎20-1818

暮　ら　し

※申請について
　・郵送やインターネットでも行えます。
　・出来上がるまで、2カ月程度かかります。
※受け取りについて
　・本人が窓口にお越しいただく

必要があります。
　・受取場所や必要書類は、
　 個人番号カード交付通知
　 書で確認してください。

マイナンバーカード
の申請方法

ふるさと高岡
万葉線

お年玉抽選会
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次の相談はすべて無料です。
このほかの相談についてのお問い合わせ
は、共創まちづくり課☎20-1327へ。

相談案内 Consultation

◇弁護士の法律相談
1月14日㈭・21日㈭・28日㈭、2月4日㈭
の13時30分～16時30分/市役所7階/
定員各6人
申 問 　共創まちづくり課☎20-1327
※各相談日の前日8時30分から予約可
※電話での申し込み順。初めての人のみ
◇多重債務弁護士相談
1月20日㈬13時30分～15時/市役所7
階/定員3人
申 問 　市消費生活センター☎20-1522
◇女性弁護士の法律相談
1月22日㈮14時～16時/定員4人
所 申 問　男女平等推進センター相談室
（ウイング・ウイング高岡6階）☎20-1811

※6日㈬12時30分から予約可
※電話での申し込み順。初めての人のみ
◇人権相談・行政相談・消費生活相談
▶1月7日㈭/戸出コミュニティセンター

（行政相談なし）▶12日㈫/市役所7階、福
岡健康福祉センター（消費生活相談な
し）▶15日㈮/福岡健康福祉センター（消
費生活相談のみ）、戸出コミュニティセン
ター（行政相談のみ）▶18日㈪/伏木コミ
ュニティセンター▶22日㈮/ふれあい福
祉センター（人権相談なし）
※いずれも、13時30分～16時（消費生

活相談は15時30分）
問　共創まちづくり課☎20-1327
◇消費生活相談
月～金曜日（祝日は除く）の9時～17時
所問　市消費生活センター☎20-1522
◇司法書士相談
1月20日㈬13時～15時/市役所7階
問　県司法書士会高岡支部☎28-2707
◇行政書士相談
1月13日㈬13時～15時/市役所7階
問　県行政書士会高岡支部☎27-3700
◇社会保険労務士の労働相談
1月21日㈭13時30分～16時/市役所8階
 問　県社会保険労務士会☎076-441-0432
◇男女平等推進センター相談室
月～水・金曜日の9時30分～16時30分、
木曜日は14時～20時（祝日・第4月曜日
は除く）/ウイング・ウイング高岡6階
問　男女平等推進センター相談室
　☎20-1811　※面接は要予約
◇税理士の税務相談
1月21日㈭13時～16時/定員6人
 所　北陸税理士会高岡支部（商工ビル）
  申 問　北陸税理士会富山県連事務局

☎076-422-4034
※14日㈭9時から予約可
◇特殊詐欺など身近な相談
問　県警本部☎#9110

時…とき、所…ところ、対…対象、定…定員、￥…料金、内…内容、
持…持ち物、申…申し込み、チ…チケット、問…問合先、FAX …ファクス、
Eメール…Ｅメールアドレス

①償却資産の申告
対　令和3年1月1日現在、工場や商店を営んだり、駐車場やアパートの貸し付けを

したりしている会社や個人
提出物　償却資産申告書と種類別明細書
問　資産税課☎20-1266

①…対象者には、令和2年12月中旬に、市から申告書などの案内を送付し
ました。届かない場合は、資産税課へご連絡ください。

②③④⑤…要件に該当する場合は、資産税課へご連絡ください。

②住宅用地の申告
対　土地を所有し、次のいずれかに該当する人
■新・増築した住宅の土地を所有する人（新たに住宅を建てる予定の土地は除く）
■住宅を事務所や店舗に、または事務所を住宅になど、家屋の用途を変更した人
■住宅を取り壊し、空き地や駐車場など住宅用地以外の用途となった土地を所有する人
■住宅敷地の隣地を新たに取得し、住宅用敷地として利用する人
提出物　住宅用地申告書（兼非住宅用地申告書）
問　資産税課☎20-1267

③改修を行った住宅の申告は改修後３カ月以内に
対　次のいずれかに該当する住宅

■耐震改修…昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
■バリアフリー改修…65歳以上の人、介護保険の要介護認定か要支援認定を受けて

いる人、障がい者のいずれかが居住する住宅
■省エネ改修…窓の改修を含む省エネ基準に適合した工事を行った住宅
※いずれも、工事費用が 50万円を超えるもの
※減額は改修年度の翌年度の税額に限ります。
問　資産税課☎20-1274

④家屋の異動をお知らせください
対　未登記家屋を売買した人・相続を受けた人、家屋の一部か全部を取り壊した人
問　資産税課☎20-1274

⑤新型コロナウイルス感染症の影響で
　事業収入が一定程度減少した中小事業者などへ
所有する事業用家屋と償却資産の固定資産税について、2月1日㈪まで
に特例の申告をした場合、令和3年度に限り軽減します。
※詳しくは、市ホームページをご確認ください。
問　資産税課☎20-1266

償却資産・住宅用地の申告は2月1日㈪まで

軽減措置

問　市消費生活センター（共創まちづくり課内）
　☎20-1522

急に自宅の火災警報器が鳴り出した。火事ではなかったが、突
然大きな音が鳴って困った。

住宅用火災警報器にも
寿命があります

住宅用火災警報器は、火災をいち早く察知するためにとても有用
ですが、故障や電池切れなどにより、正常に作動していない場
合があります。いざというときに備え、警報器は定期的に点検す
ることが大切です。取扱説明書で点検方法や音の止め方などに
ついて確認しておきましょう。警報器の製品寿命は 10年が目安
とされています。製造年を確認し、10年を経過した
警報器は交換しましょう。

国民生活
センター
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　公共下水道への
　早期接続を

上下水道局では、皆
さんが衛生的な環境
の中で快適な暮らしができるよう、公共
下水道の普及促進に取り組んでいます。
下水道が整備された地域の皆さんには、
下水道への早期接続にご理解とご協力
をお願いします。
◇工事費を無利子でお貸しする制度が

あります
■汲み取り便所からの改造工事…70万

円以内
■浄化槽からの改造工事…40万円以内
申 問　上下水道局営業課☎20-1609
◇こんなときには必ず届出を
■公共下水道使用開始後に、井戸から水

道へ切り替えるなど、使用形態に変更
があったとき

■井戸水で公共下水道を使用している
家庭で、世帯人数に変更があったとき
問　水道料金センター☎20-1616

　新入学学用品費を援助します

令和3年4月に小・中学校に入学する子
どもの保護者で、経済的な理由でお困り
の人に必要な費用の一部を援助する就
学援助制度のうち、新入学学用品費の
み、入学前に受給することができます。
対　次のいずれかに該当する人

■前年度か今年度に生活保護を停止か
廃止された人

■市・県民税が非課税の人
■市・県民税の減免を受けている人
■児童扶養手当かひとり親家庭等医療

費助成を受けている人
■上記のほか、収入の程度により援助の

必要がある人
申　1月29日㈮（必着）まで、学校教育

課へ。
問　学校教育課☎20-1451

お知らせ INFORMATION
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　地下水を大切に
冬本番を迎えたこの時期、地下水を利用
した消雪装置が一斉に稼働すると、地下
水が不足して一部の地域で利用できな
くなることがあります。次のことに注意し
て地下水保全に努めましょう。
▶節水を心掛け、道路や駐車場への過

剰な散水はしない
▶雪が降りやんだら、散水を止める
また、大雪のため地下水位が大幅に低
下したときは、県・市のホームページで
お知らせします。地下水を使用している
人は、一層の節水をお願いし
ます。
問　地域安全課☎20-1353

　特殊詐欺にご注意を
　無料で通話録音装置を貸し出します

通話録音装置を
利用して、詐欺被
害を防ぎましょう。
着信時に相手に

「会話内容が録
音される」と警告メッセージを流し、録音
を行います。
対　市内に住む65歳以上

の高齢者世帯など
貸出期間　1年
定　100台
申　直接か郵送で、申請書を共創まち

づくり課（〒933-8601高岡市広小路
7-50）へ。

※申請書は市ホームページで入手可
問　共創まちづくり課☎20-1552

　給与支払報告書の提出は
　2月1日㈪までに

対　個人・法人を問わず、令和2年中に
給与・賃金など（専従者給与含む）を
支払った人

提出先　令和3年1月1日現在の受給者
の住所地の市区町村へ。高岡市は市
民税課（〒933-8601高岡市広小路
7-50）へ（郵送可）

提出書類　総括表（1事業所につき1部）、
給与支払報告書（1人につき2部）

※個人事業主が窓口で提出する場合、事
業主のマイナンバーと本人確認書類
を提示してください。郵送の場合は、そ
れらの書類の写しを添付してください。
問　市民税課☎20-1261

通話録音
装置

地下水位

暮　ら　し

事業者の皆さまへ

年末年始などの長期休暇にあたり、鉄道・バス・タクシーなどの公共交通機
関は、3密になることが予想されます。乗車の際は、車内換気へのご理解と
マスク着用、分散してのご利用にご協力をお願いします。

◇公共交通機関をご利用時のお願い

   
 子どもたちの成長を応援します

◇保育園などへの入園の追加募集
令和3年4月入園の追加募集を行います。園により追加募集の有無や年齢
などが異なるので、希望する園に直接お問い合わせください。
時　1月8日㈮から
所　入園を希望する保育園など

◇未就園児の幼児教育・保育の無償化
令和3年4月から、認可外保育施設、一時預かり、病児保育施設、ファミ
リー・サポート・センターの保育料・利用料の無償化を新たに希望するとき
は、申請が必要です（認定後の利用分から無償化となります）
対　次のすべてを満たす場合

■3～5歳児…所得制限なし、0～2歳児…市民税非課税世帯
■幼稚園、保育園、認定こども園、事業所内保育施設、企

業主導型保育施設に在園していない
■保護者が働いているなどで保育の必要がある
申　2月10日㈬まで、申請書などを子ども・子育て課へ。
※申請書などは市ホームページから入手可
※幼稚園・保育園などを利用（予定）の場合は、園を通じて手続きします。
※ 5月以降から無償化を希望する場合は、利用開始月の前月の 10日

（土日・祝日の場合はその直前の平日）までに申し込みください。

■いずれも、問　子ども・子育て課☎20-1377

市内保育園
などの一覧

幼児教育・
保育の無償化



　男女平等推進センターの講座
①女性史講座
◇高岡の女性リーダーに学ぶ
　～将来の不安を和らげ笑顔で暮らせ

る高岡を目指して～
時　1月15日㈮午後6時30分～午後8時
定　30人（申し込み順）
②女性のための
　アサーティブネス・トレーニング講座
◇伝える力が身につく講座
　～私らしく私の気持ちを伝えたい～
時　1月24日㈰第1部（講義など）午前

10時～午後0時20分、第2部（グルー
プワークなど）午後1時20分～午後3
時30分　※昼食なし
対　市内に住むか通勤・通学する女性
定　15人（申し込み順）
■いずれも、申　電話かファクス、Eメール

で、男女平等推進センター（ FAX 20-1815
　 Eメールgec@city.takaoka.lg.jp）へ。
所問　男女平等推進センター☎20-1810

日本語の奥深さを日々痛感しています
朝日新聞校閲センター著　さくら舎
今や何と言っても世を席巻した言葉「３密」。
突然、私たちを襲った新型コロナウイルス
の感染拡大は、私たちに、そ
れまでなじみのなかった言葉
をもたらしました。新しい言葉
が生まれたり、違った意味に
変化したり。言葉は生き物で
あることがわかる本です。
メモ活「なんでもメモ」で
仕事のスピードと質が上がる
上阪徹著　学研プラス
哲学の名著50冊が1冊でざっと学べる
岡本裕一朗著　KADOKAWA
たずねる・わかる聖徳太子
古谷正覚、千田稔ほか著　淡交社
すごい！オンライン会話術
対面以上にうまくいく
白崎あゆみ著　PHP研究所
エレクトロニクスラボ
ものの仕組みがわかる18の電子工作
DK社著　若林健一訳　オライリー・ジャパン
日本昭和アイドル歌謡大全
辰巳出版
作詩の技法
なかにし礼著　河出書房新社

◇読み終えた本を譲ってください
高岡市に関する郷土資料や絵本などの
児童書を譲ってください。図書館の資料
として活用します。
問　中央図書館☎20-1818

図書館からの
お薦め新刊情報

新刊 Books

◎記号

納税 Tax

1月の納税 2月1日㈪まで

 ○市県民税（第4期）
 ○国民健康保険税（第7期）

 問　納税課☎20-1276

令和２年 交通事故状況（市内）

区　分 件 数 死 者 傷 者
11月末まで
の交通事故 291件 2人 344人

前年同期と
の比較 －92件 －5人 －103人

交通事故 Traffic Accidents

時…とき、所…ところ、対…対象、定…定員、￥…料金、内…内容、
持…持ち物、申…申し込み、チ…チケット、問…問合先、FAX …ファクス、
Eメール…Ｅメールアドレス
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学　　　ぶ

職　　種 募集人数 受　験　資　格

事務職（大卒） 3 人程度 平成 2 年 4 月 2 日以降に生まれた人
（卒業見込み含む）

第一次試験　1月17日㈰
試験場所　市役所本庁舎
申　1月5日㈫（必着）まで、人事課へ。
※詳しくは、募集要項（市役所総合案内、人事課、地域振興課（福岡庁

舎）、伏木・戸出・中田支所で入手可）か市ホームページをご確認くだ
さい。募集要項の郵送希望者は、人事課までお問合せください。

問　人事課☎20-1221

令和3年4月採用 

高岡市職員採用試験

採用試験

◇高岡市会計年度任用職員（一般職非常勤）採用試験
職種　①事務補助員②事務補助員（身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳

または療育手帳の交付を受けている人など）
業務　市役所や出先機関での事務補助
試験日　2月14日㈰　　試験場所　市役所本庁舎
試験内容　①筆記試験・面接試験②作文試験（事前提出）・面接試験
申   2月5日㈮（必着）まで、人事課へ。
※詳しくは、1月26日㈫から配布予定の受験案内（市役所

総合案内、人事課、地域振興課（福岡庁舎）、伏木・戸出
・中田支所で入手可）か市ホームページをご確認ください。

※会計年度任用職員とは、一会計年度（4月1日～3月31日）
を超えない範囲内で任用される一般職の非常勤職員です。

冬期間はスリップ事故に注意を
○道路状況に応じた速度で走行し、

車間距離をとりましょう。
○急発進、急ハンドル、急ブレーキ

などは控えましょう。

　古文書講座
時　1月22日㈮、2月5日㈮・19日㈮、3

月5日㈮の午前10時～午前11時30分
※原則、4回すべてにご参加ください。
所　Uホール
定　20人（申し込み順）
￥　500円
申　電話で、福岡教育行政センターへ
（定員に達し次第締め切り）
問　福岡教育行政センター☎64-1436

　高岡古文書ボランティア
時　1月16日㈯午後2時～午後3時30分
対　親しむ会会員で、古文書調査・整理

経験のある人、講座受講経験者など
定　10人（申し込み順）
持　筆記用具
申　1月9日㈯午前9時から、電話で、住

所・氏名・電話番号を、博物館へ。
所問　博物館☎20-1572

古文書講座・高岡古文書ボランティアに
ついては、来館時に検温を実施します。
また、マスクを着用のうえご参加ください。



　街角クラシック in Little Wing 
◇ティコティコティン劇場
　～寒さなんて吹っ飛ばそう～
心と体を、歌とリトミッ
クと絵で温めましょう。
時　1月17日㈰午前

11時開演
所　生涯学習セン

ター
￥　1,000円（小学

生以下無料）
問　文化振興事業団☎20-1560

　富山県出身・CHIKO（チコ）
　スプリングコンサート 

時　3月13日㈯午後2
時開演（午後1時30
分開場）
チ 　1月10日㈰午前9

時から、Uホールか高
岡文化ホール（アーツ
ナビ）で、2,000円

　（全席指定）
※Uホール友の会会員は令和2年12月

27日㈰からUホールで購入可
※前後左右に間隔をとった席配列です。
所問　Uホール☎64-1030

　山町筋の天神様祭 
時　1月23日㈯・24日㈰の午前10時～

午後5時（24日㈰は午後4時まで）
所　山町筋一帯
問　土蔵造りのある山町筋まちづくり協

議会☎090-3886-1558、商業雇用課
　☎20-1289

　
里山交流イベント 寒餅つき・折り紙

時　1月17日㈰午前9時30分～正午（雨
天決行・感染症対策のため昼食なし）
定　20人（抽選、当選者には案内送付）
￥　①中学生以上1,000円②小学生

700円③未就学児500円
申　1月14日㈭まで、直接か郵送、Eメー

ルで、住所・氏名・電話番号・区分（①②
③）を、里山交流センター（〒933-
0 9 6 8 高 岡 市 国 吉 1 3 2 4 - 1 Eメール
satoyama@p2.tcnet.ne.jp）へ。

※電話での受け付けは不可
所問　里山交流センター☎31-6617

　博物館 常設展・お宝コーナー

◇堀川敬周筆、二つの《漁
ぎょしょうず

樵図屏風》 
時　1月31日㈰までの午前9時～午後5

時（入館は午後4
時30分まで）

休 館 日 　 月曜 日
（祝日の場合は
翌平日）、令和2
年12月29日㈫
～令和3年1月3日㈰
￥　無料
所問　博物館☎20-1572

　
フィンランドなどの

　北欧生地でパネルをつくろう 
時　1月16日㈯午後1時30分～午後3時
所　御旅屋セリオ5Fマルチスペース
定　15人（申し込み順）
￥　高岡フィンランド協会会員1,000円、
　一般2,000円
申　1月5日㈫

午 前 1 0 時 か
ら、電話かEメ
ールで氏 名・
電話番号を、高岡フィンランド協会（☎
27-1856 Eメールkokusai@p1.tcnet.ne.jp）へ。
問　多文化共生室☎20-1236

　わろんがのワークショップ
◇オリジナルエコバッグ作り 
時　1月21日㈭午後3時～午後5時
所　わろんが（水曜定休）
定　10人（申し込み順）
￥　1,000円
申　1月4日㈪から、

電話で住所・氏名
・電話番号を、末
広開発㈱へ。
問　わろんが
　☎21-6300、末広開発㈱☎20-0555、

商業雇用課☎20-1289

　
ニッコールフォトコンテスト写真展

時　1月23日㈯～2月14日㈰の午前9時
～午後5時（入館は午後4時30分まで）
￥　一般300円、65歳以上240円、高校
・大学生200円、中学生以下無料
所 問　ミュゼふくおかカメラ館（月曜休

館）☎64-0550

催　　　し

お知らせ INFORMATION

　スラックラインを体験しませんか

細いベルト状のラインの上でバランスを
取って楽しむ遊びです。
時　2月7日㈰午前10時～午前11時30分
所　Uホール
対　3歳以上（未就学児は保護者の付

き添いが必要）
定　20人（申し込み順）
￥　遊・Uクラブ会員500円、一般800円
申　1月16日㈯から、受講料を添えて、U

ホールへ。
問　遊・Uクラブ事務局☎64-1437

　高岡地区広域圏からのお知らせ

◇家庭系燃やせるごみ指定袋（大）へ
の広告を募集します

募集期間　1月4日㈪～29日㈮
￥　1枠15万円（税込）
申　申込書を高岡地区広域

圏事務組合へ。
※申込書は広域圏ホームペ

ージで入手可
問　高岡広域エコ・クリーン

センター☎91-2100
◇氷見きときとファンクラブ
　会員募集中（氷見市）
対　氷見市外に住む人
問　氷見市商工振興課
　☎74-8089
◇ホールシネマ上映会・走れ、絶望に

追いつかれない速さで（小矢部市）
時　1月10日㈰午後2時開演
所　クロスランドおやべ
￥　無料（入場整理券が必要）
※整理券はクロスランドおやべで配布
問　クロスランドおやべ☎68-0932

　観光交流都市からのお知らせ
　（長野県飯山市）

◇レストランかまくら村 
期間限定でかまくらが出現します。かまく
らの中で、地元食材をふんだんに使った
名物「のろし鍋」をご堪能ください。
時　1月22日㈮～2月28日㈰
所　かまくらの里（長野県飯山市）

申 問　（一社）信州いいやま観光局
　☎0269-62-3133

堀川敬周筆
《漁樵図屏風》

（1844年／博物館蔵）

氷見市

信州いいやま
観光局

広域圏

※感染症対策のた
め、今年は展示
のみとなります。
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